平成２６年３月３日

宇治・伏見観光キャンペーン

『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。
』を展開します
○宇治・伏見エリアの周遊に最適な企画乗車券「宇治・伏見１ｄａｙチケット」を発売
○淀屋橋―宇治間直通の臨時列車「宇治・伏見 おうじちゃまＥＸＰＲＥＳＳ」を運転します
○１００００系車両１編成を、宇治と伏見の風景写真を車内に展示した「ギャラリートレイン」
として宇治線内で運転します

京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪市中央区、社長：加藤好文）では、平成２６年４月１日（火）
から１年間、宇治・伏見観光キャンペーン『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。
』を展開します。
源氏物語「宇治十帖」の舞台、世界文化遺産の平等院や宇治上神社、名産の宇治茶など観光
資源が豊富な宇治。一方、坂本龍馬ゆかりの地であり、良質な地下水で育まれた醸造地として
も有名な伏見。いずれも「水」と「歴史」にまつわる観光地として多くの共通点があります。
『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。』は、この宇治と伏見の魅力をより多くのお客さ
まに知っていただくことを目的とした、両エリアを結ぶ宇治線を舞台とした観光キャンペーン
です。
キャンペーン期間中は、宇治線と中書島―伏見稲荷間がフリー区間となった、宇治・伏見エ
リアを周遊できるお得な企画乗車券「宇治・伏見１ｄａｙチケット」を発売。「水」と「歴史」
をテーマとした観光を提案するパンフレットをお供に、１日たっぷりと宇治・伏見の魅力を満
喫していただくことができます。
さらに、車内に宇治・伏見の四季折々の美しい風景
写真や、地元の店舗等の広告ポスターを掲出し、両エ
リアの魅力を発信する「ギャラリートレイン」を宇治
線内で約１年間運転するほか、春季は淀屋橋―宇治間
直通臨時列車「宇治・伏見

おうじちゃまＥＸＰＲＥ

ＳＳ」（宇治商工会議所の公認キャラクター「チャチ
ャ王国のおうじちゃま」とタイアップ）を運転するな
ど、宇治・伏見の魅力を体感していただける企画をご
用意しています。
これらのほか、キャンペーン期間を通して様々な企
画を展開し、宇治・伏見エリアへの誘客に取り組んで
▲キャンペーン・ロゴ

いく予定です。

詳細は別紙のとおりです。

（別

紙）

１．宇治・伏見観光キャンペーン『宇治・伏見、水と歴史の、まちめぐり。』について
（１）キャンペーン実施期間
平成２６年４月１日（火）～平成２７年３月３１日（火）
（２）コンセプト
名産の宇治茶、源氏物語「宇治十帖」の舞台、世界文化遺産の平等院や宇治上神社など
の観光資源がある宇治。一方、良質な地下水に育まれた醸造地として有名で、坂本龍馬
ゆかりの地である伏見。いずれも「水」と「歴史」にまつわる観光地として共通点があ
ることから、これをテーマに掲げ、四季折々の魅力を発信していきます。平成２４年度
にも同名のキャンペーンを実施しており、今回は平等院鳳凰堂の改修が終了することを
機に、よりパワーアップした内容で続編を実施するものです。
なお、本キャンペーンは宇治市、宇治市観光協会、宇治商工会議所、京都府茶協同組合、
伏見観光協会と連携して展開します。

２．企画乗車券「宇治・伏見１ｄａｙチケット」について
（１）名

称

宇治・伏見１ｄａｙチケット

（２）発売期間

平成２６年４月１日（火）～平成２７年３月３１日（火）

（３）通用期間

発売日当日限り

（４）有効区間

発駅から「フリー区間」まで（往復区間）
「フリー区間」：宇治線および中書島―伏見稲荷（乗降自由）
※「フリー区間」以外では途中下車できません
※大津線、男山ケーブルは利用できません

（５）発売金額

大人６００円～９００円 小児３００円～４５０円
（発駅により異なります）

（６）発売場所

京阪線各駅
※駅係員配置時間内に限ります

（７）優待特典

チケット呈示により下記の施設で優待が受けられます
※他サービスとの併用はできません

【宇治地区】
施設名

特典内容

平等院

特製はがき２枚プレゼント

三室戸寺

拝観料 団体扱い

萬福寺

拝観料 団体扱い

施設名

特典内容

宇治市営茶室「対鳳庵」

入席料割引 ５００円→４００円

宇治市源氏物語ミュージアム

観覧料割引 大人５００円→４００円
小人２５０円→２００円

宇治市観光通船（宇治川鵜飼）

遊覧船乗船料割引 ６００円→５４０円

函館市場 京阪宇治店

お一人さまごと１，０００円以上のご飲食で「北海道
ソフトクリーム」を１個プレゼント

通圓茶屋

飲食代・お土産品 １０％割引

大茶万 本店

茶だんご、水無月セット各種 １０％割引

京阪宇治駅前 駿河屋

抹茶ソフトクリーム １０％割引
なお、ソフトクリーム販売期間外（１２月～３月上旬）
はお茶席メニューを１０％割引

はんなりかふぇ・京の飴工房
憩和井

和みさんでい３５０円→３００円

三星園 上林三入本店

全商品１０％割引 ※喫茶も含む

福寿園 宇治茶菓子工房

「売店」にて３，０００円以上お買い上げのお客さま
に抹茶わらびもち１個プレゼント

福寿園 宇治茶工房

茶店（１階ショップ）
３，０００円以上お買い上げのお客さまに抹茶わら
びもち１個プレゼント

福寿園 喫茶館

「売店」にて３，０００円以上お買い上げのお客さま
に抹茶わらびもち 1 個プレゼント

上林春松本店

呈茶席割引 ６４８円→５４０円（税込）
※同伴者１名様まで

お茶のかんばやし
宇治橋通り新本店

お茶および宇治茶カフェメニュー ５％割引

喜撰茶屋

お食事代 １０％割引

鮎宗

お一人さま２，３５０円以上の料理もしくは土産品等
をお買い上げのお客さまにミニ抹茶ソフトかミニコー
ヒープレゼント

そば処 観月

お食事全品１００円引き

ますだ茶舗

御茶を２，０００円以上お買い上げのお客さまに特製
ほうじ茶１００ｇをプレゼント

宇治 日の出園

全商品 １０％割引 ※車内広告を見ていただいたお
客さまにさらに「宇治茶一煎パック」プレゼント

【伏見地区】
施設名

特典内容

藤森神社

絵はがきプレゼント、宝物殿拝観

月桂冠大倉記念館

酒造り絵はがき 1 枚進呈

月の蔵人

名物「酒粕アイス」 ５０％割引
飲食代 ５％割引

十石舟・三十石船

乗船料 ５％割引

寺田屋

入館料割引 大 人４００円→３６０円
中高大３００円→２５０円
小学生２００円→１５０円

キザクラカッパカントリー
黄桜記念館

飲食代 ５％割引

龍馬館（竜馬通り商店街）

全商品 １０％割引 ※現金でのお支払いのみ

アンスリー

丹波橋店
中書島店
宇治店

５００ml お茶ペットボトル飲料３０円引き
※セール商品は除く

吟醸酒房 油長（大手筋商店街）

利き酒カウンター飲食代 １０％割引

高貝商店（大手筋商店街）

・手作りアイスキャンデー６本お買い上げで１本サー
ビス ※夏季限定（５月～８月）
・１，０００円以上お買い上げで５％割引

おきな屋（北川本家）

１，２００円以上お買い上げのお客さまに「京梅酒は
んなり八重さんミニ（１００ml）」を１本プレゼント

鳥せい本店

飲食代 ５％割引

伏見夢百衆

喫茶代 １０％割引

３．淀屋橋―宇治間直通臨時列車「宇治・伏見 おうじちゃまＥＸＰＲＥＳＳ」の運転について
（１）運転期間

平成２６年４月６日（日）～平成２６年５月６日（火・休）間の
全ての土休日（延べ１２日）

（２）運転区間

淀屋橋―宇治（宇治線直通）

（３）運転本数

１日１往復

（４）停 車 駅

淀屋橋、北浜、天満橋、京橋、中書島と宇治線内各駅

（５）各停車駅の発車時刻
駅

時刻

駅

時刻

淀屋橋

9:26

宇治

15:36

北浜

9:27

三室戸

15:37

天満橋

9:30

黄檗

15:39

京橋

9:33

木幡

15:42

↓

ノンストップ

六地蔵

15:44

（着）

10:08

桃山南口

15:45

（発）

10:09

観月橋

15:48

中書島

観月橋

10:11

（着）

15:50

（発）

15:52

中書島
桃山南口

10:14

六地蔵

10:16

↓

ノンストップ

木幡

10:17

京橋

16:27

黄檗

10:20

天満橋

16:30

三室戸

10:23

北浜

16:32

宇治

（着）

10:24

淀屋橋

（着）

16:34

（６）ヘッドマークデザイン

（７）そ の 他

宇治駅到着時には、宇治商工会議所の公認キャラクター「チャチャ王
国のおうじちゃま」のお出迎えと、宇治茶レディによる宇治茶無料接
待を実施します（諸般の事情により中止する場合もあります）。

４．宇治・伏見ギャラリートレインについて
（１）使用車両

１００００系車両

１編成（４両）

（２）運転期間

平成２６年４月３日（木）～平成２７年３月３１日（火）（予定）
※４月３日は深夜のみの運転となる予定です
※期間中、運転しない日があります

（３）運転区間

宇治線（中書島―宇治）
※車両運用の都合上、宇治線以外の路線で運転する場合があります

（４）内

容

車内吊広告枠に、宇治線が走る宇治・伏見の四季折々の風景写真を展示
するほか、ドア横の広告枠には、宇治・伏見１ｄａｙチケットの優待に
ご協力いただいている地元施設の広告を掲出し、地域一体となって盛り
上げます。当企画に際しては社団法人宇治市観光協会にもご協力いただ
き、展示する写真の一部は「宇治市観光写真コンクール」入賞作品を含
む、同協会が保有する写真を使用します。
また、特別ヘッドマークを掲出し、車両ドア横には、宇治・伏見の名所
旧跡をデザインしたイラストステッカーを貼付して運転するほか、当該
列車の昼間時（始発駅を１０時～１５時５９分に発車する列車）の車内
アナウンスをＡＢＣ朝日放送の三代澤アナウンサーが自動放送にて担
当します（ＡＢＣ朝日放送との連携については次項参照）。

（５）車両デザインとヘッドマーク

▲車両デザイン

▲ヘッドマーク

５．ＡＢＣ朝日放送とのタイアップについて
（１）タイアップ番組

ＡＢＣ朝日放送ラジオ「ドッキリ！ハッキリ！三代澤康司です」
（放送時間帯：毎週月曜日～金曜日

（２）内

容

９時～１２時）

・旅客誘致ポスター・パンフレットの製作
三代澤アナウンサーが宇治・伏見の名所旧跡、グルメなどをご紹介
するポスター・パンフレットを制作します。
・宇治線４駅でのパネル設置
京阪電車の制服を着用した三代澤アナウンサーが、設置駅から近隣
の名所旧跡などにご案内する等身大パネルを設置します（設置駅：
中書島、黄檗、三室戸、宇治）。
・宇治・伏見ギャラリートレインの車内アナウンス
宇治・伏見ギャラリートレイン（前項４参照）の車内アナウンスを
三代澤アナウンサーが担当し（収録音声による車内自動放送）、ご
乗車のお客さまに沿線の名所旧跡などをご案内します。
（始発駅を１０時～１５時５９分に発車する宇治線の列車で実施）
・番組での告知
三代澤アナウンサーが、宇治・伏見の魅力や、季節の見どころなど
を番組内で随時ご紹介します。

以

上

